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18025 7月11日 小雨
（ 芝 ）不良
（ダート）不良（2阪神4） 第3日 第1競走 ��3，110�障害3歳以上オープン

発走10時00分（番組第4競走を順序変更） （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：25．0良・良

55 レンジストライク 牡5黒鹿60 石神 深一 �サンデーレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 534＋103：32．1 3．4�

33 スズカマイゲスト 牡6鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 482± 03：32．73� 6．2�
79 ノーザンクリス 牡5芦 60 五十嵐雄祐加藤 晃央氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 524－ 4 〃 ハナ 5．7�
11 メイショウゴウリキ 牡5黒鹿60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 478－ 43：33．33� 9．8�
78 シゲルロウニンアジ 牡7鹿 60 高田 潤森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 502± 03：33．93� 20．1�
67 シングルアップ 牡4鹿 60 森 一馬 �シルクレーシング 寺島 良 平取 坂東牧場 544＋ 43：34．11 4．5	
810 シゲルコング 牡6鹿 60 草野 太郎森中 蕃氏 田中 清隆 新ひだか 増本 良孝 506－ 2 〃 クビ 17．7

44 ブレスアロット 牡7栗 60 伴 啓太吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 472± 03：34．2クビ 16．0�
66 � メイショウオトコギ 	11栗 61 西谷 誠松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 518＋103：34．94 31．6�
22 プレシャスタイム 牡7鹿 60 佐久間寛志小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 63：35．0� 62．8
811 シゲルピーマン 	5鹿 61 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 神垣 道弘 474＋ 23：36．38 10．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，719，700円 複勝： 32，070，200円 枠連： 7，692，600円
馬連： 37，674，700円 馬単： 17，920，700円 ワイド： 31，991，300円
3連複： 70，824，200円 3連単： 77，016，000円 計： 296，909，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 190円 � 170円 枠 連（3－5） 1，520円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 630円 �� 530円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 9，860円

票 数

単勝票数 計 217197 的中 � 49714（1番人気）
複勝票数 計 320702 的中 � 60606（1番人気）� 40511（4番人気）� 47193（3番人気）
枠連票数 計 76926 的中 （3－5） 3906（8番人気）
馬連票数 計 376747 的中 �� 20628（5番人気）
馬単票数 計 179207 的中 �� 5291（6番人気）
ワイド票数 計 319913 的中 �� 13001（4番人気）�� 15664（3番人気）�� 12256（5番人気）
3連複票数 計 708242 的中 ��� 22111（4番人気）
3連単票数 計 770160 的中 ��� 5658（12番人気）
上り 1マイル 1：47．5 4F 51．9－3F 39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→	→�→�」
�
�
7，1（9，3）－5，6，8，10，4＝11－2・（7，9）3（5，1）＝10，4（6，8）11＝2

�
�
7，1－（9，3）－5－6－8，10，4＝11＝2
5，7（1，9，3）－（10，4）8－11－6－2

勝馬の
紹 介

レンジストライク �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．11．25 東京2着

2015．3．2生 牡5黒鹿 母 フィールドサンデー 母母 エンドイットダーリン 障害：2戦2勝 賞金 21，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

18026 7月11日 小雨 不良 （2阪神4） 第3日 第2競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走10時35分 （芝・右・外）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

818 リズムオブラヴ 牝3青鹿54 北村 友一 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 462± 01：50．6 9．0�
24 サウンドレベッカ 牝3青鹿54 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 450－ 21：51．55 5．7�
47 ブライトアイズ 牝3栗 54 藤井勘一郎飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 486＋ 21：52．56 215．8�
48 ビーオールアイズ �3黒鹿56 �島 克駿吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 454－ 41：52．92	 53．2�
510 ダコタブラックヒル 牡3鹿 56 浜中 俊 K.C．タン氏 長谷川浩大 新ひだか 村上牧場 478－ 81：53．11
 70．0�
816 スカイヴァルキリー 牝3鹿 54 川須 栄彦杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 460－ 41：53．31
 49．4	
11 バッファローボム 牡3栗 56

53 ▲泉谷 楓真 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 532＋ 61：53．62 236．2

612 ナリタアレス 牡3黒鹿56 福永 祐一�オースミ 木原 一良 千歳 社台ファーム 476－ 4 〃 ハナ 2．0�
36 シンゼンビクトリー 牡3黒鹿56 中井 裕二原 司郎氏 飯田 祐史 浦河 栄進牧場 460－ 41：53．7	 354．0
713 ル ド ヴ ィ コ 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 430＋ 41：53．91 31．8�
611 サンライズデヴォン �3鹿 56 酒井 学松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 462－ 21：54．0	 411．6�
715 ラ ザ ビ ー 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁 �京都ホースレーシング 友道 康夫 新ひだか 飛野牧場 B506－101：54．21
 133．7�
59 サウンドロマン 牝3鹿 54 和田 竜二増田 雄一氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 500＋121：54．41
 30．7�
35 アールウィザード 牡3黒鹿56 松若 風馬前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 矢野牧場 486＋ 21：55．35 10．9�
817 テイストオブハニー 牝3鹿 54 川田 将雅�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 548＋ 21：55．4	 5．3�
12 ピンクレガシー 牝3鹿 54 幸 英明 �グリーンファーム藤岡 健一 千歳 社台ファーム 430－ 41：55．5クビ 47．2�
23 バーグアンノール 牝3青鹿 54

53 ☆斎藤 新 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 408－ 21：55．92	 132．7�

714 マルタクロス 牡3鹿 56 小崎 綾也寺田千代乃氏 松永 幹夫 浦河 桑田牧場 B510＋ 2 〃 ハナ 42．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 48，727，300円 複勝： 61，503，300円 枠連： 13，019，400円
馬連： 68，587，200円 馬単： 32，883，400円 ワイド： 61，895，500円
3連複： 109，465，400円 3連単： 113，403，900円 計： 509，485，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 360円 � 210円 � 4，120円 枠 連（2－8） 970円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 790円 �� 24，010円 �� 14，290円

3 連 複 ��� 152，600円 3 連 単 ��� 551，790円

票 数

単勝票数 計 487273 的中 � 43257（4番人気）
複勝票数 計 615033 的中 � 43726（5番人気）� 93407（2番人気）� 3133（16番人気）
枠連票数 計 130194 的中 （2－8） 10393（3番人気）
馬連票数 計 685872 的中 �� 24470（6番人気）
馬単票数 計 328834 的中 �� 5457（15番人気）
ワイド票数 計 618955 的中 �� 21337（6番人気）�� 643（93番人気）�� 1083（72番人気）
3連複票数 計1094654 的中 ��� 538（225番人気）
3連単票数 計1134039 的中 ��� 149（910番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―12．0―12．2―12．8―13．1―11．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―35．0―47．0―59．2―1：12．0―1：25．1―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．4―3F38．6
3 ・（3，14）18（4，5）17（8，16）2（13，15）－（12，7）－（9，10，6）1，11 4 18（3，14）（4，5）－8，17，16（2，13）（12，15）7（10，6）9－（1，11）

勝馬の
紹 介

リズムオブラヴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gold Away デビュー 2020．5．30 京都8着

2017．3．2生 牝3青鹿 母 ミュージカルウェイ 母母 Mulika 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アールウィザード号・テイストオブハニー号・ピンクレガシー号・バーグアンノール号・

マルタクロス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月11日まで平地競走に
出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ウェイヴァリー号・リーゼントフラム号

第４回 阪神競馬 第３日



18027 7月11日 曇 不良 （2阪神4） 第3日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

713 マジックアーツ 牝3青鹿54 松山 弘平下河辺隆行氏 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 B440＋ 21：52．3 8．4�
814 タガノアマルフィ 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 428± 0 〃 クビ 29．8�

47 ピクシーサンライズ 牝3鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 B452－ 81：52．4� 3．3�
59 アンティークブーケ 牝3鹿 54 藤井勘一郎�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 平山牧場 394－ 21：52．93 98．6�
610 タマモパッション 牝3鹿 54 幸 英明タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 482－ 41：53．11 3．3�
815 ルナソルガール 牝3黒鹿 54

53 ☆斎藤 新合同会社雅苑興業 安田 翔伍 浦河 三嶋牧場 502＋ 6 〃 クビ 13．5	
22 アロハヌイロア 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗 �ニッシンホール
ディングス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 444± 01：53．2クビ 9．1


712 エキストラライト 牝3栗 54
53 ☆岩田 望来岡田 牧雄氏 高柳 大輔 新ひだか 八田ファーム 434－ 41：53．3� 37．5�

58 トーホウビビアン 牝3鹿 54
53 ☆富田 暁東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 470－ 41：53．51� 205．3�

611 ホワイトブレス 牝3芦 54 小牧 太浅川 昌彦氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 452＋ 8 〃 クビ 5．2
11 ゼットピアレス 牝3黒鹿54 北村 友一�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 B480－ 61：54．24 16．4�
35 メイショウアイノテ 牝3青鹿54 秋山真一郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 454± 01：55．79 132．8�
23 シ ー シ ッ プ 牝3鹿 54 川須 栄彦松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 486＋ 21：56．12� 237．6�
34 トレボウソレイユ 牝3黒鹿54 �島 良太松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 444± 01：56．95 97．2�
46 ヴェリエーロ 牝3黒鹿54 小崎 綾也 �京都ホースレーシング 小崎 憲 浦河 猿橋 義昭 446＋ 11：57．21� 90．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，942，200円 複勝： 48，555，100円 枠連： 11，106，600円
馬連： 49，134，700円 馬単： 22，966，600円 ワイド： 46，612，700円
3連複： 76，893，200円 3連単： 84，421，300円 計： 375，632，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 230円 � 730円 � 180円 枠 連（7－8） 2，900円

馬 連 �� 11，090円 馬 単 �� 18，400円

ワ イ ド �� 2，520円 �� 480円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 12，160円 3 連 単 ��� 104，090円

票 数

単勝票数 計 359422 的中 � 34129（4番人気）
複勝票数 計 485551 的中 � 57644（4番人気）� 13368（8番人気）� 87067（2番人気）
枠連票数 計 111066 的中 （7－8） 2960（10番人気）
馬連票数 計 491347 的中 �� 3431（27番人気）
馬単票数 計 229666 的中 �� 936（51番人気）
ワイド票数 計 466127 的中 �� 4517（26番人気）�� 27233（4番人気）�� 6258（20番人気）
3連複票数 計 768932 的中 ��� 4741（37番人気）
3連単票数 計 844213 的中 ��� 588（295番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―13．7―12．3―11．8―12．2―12．5―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―37．2―49．5―1：01．3―1：13．5―1：26．0―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．8
1
3

・（10，11）（6，2，12）（1，4，13）（8，14）7，15（3，9）－5・（11，15）10（2，12）－13，1，14，8（6，4，7）－9－（3，5）
2
4

・（10，11）12（6，2）（1，13）4（8，14）（7，15）－（3，9）－5・（11，15）（10，12）（2，13）－（1，14）7，8－9－4，6－5，3
勝馬の
紹 介

マジックアーツ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．1．13 京都3着

2017．2．26生 牝3青鹿 母 フィルハーマジック 母母 モーメンツオブマジック 5戦1勝 賞金 7，880，000円
〔3走成績による出走制限〕 トーホウビビアン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月11日まで平地競走に出走でき

ない。

18028 7月11日 曇
（ 芝 ）不良
（ダート）不良（2阪神4） 第3日 第4競走 ��2，970�障害3歳以上未勝利

発走11時35分（番組第1競走を順序変更） （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：15．7良・良

78 � ブラックワンダー 牡4青鹿60 石神 深一佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 下河辺牧場 464－ 83：19．8 2．4�
44 スマートアペックス 牡3青鹿58 中村 将之大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス

マート 474－ 63：20．01� 12．1�
55 シゲルアミメキリン 牡6芦 60 草野 太郎森中 蕃氏 浅野洋一郎 小清水 千島北斗牧場 480－ 43：22．7大差 8．6�
22 � セイウンコービー 牡4鹿 60 田村 太雅西山 茂行氏 森 秀行 米 Woodford

Thoroughbreds 540± 03：31．8大差 86．3�
66 � ホクリュウオウ 牡5青鹿60 熊沢 重文北尾 龍典氏 森 秀行 米 Maccabee

Farms, LLC 478－ 23：31．9クビ 47．3�
89 バ レ ー ロ 	6黒鹿60 小坂 忠士 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 490± 03：32．75 17．4	
33 シゲルアマノガワ 牡3栗 58 植野 貴也森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 山田牧場 590＋ 43：33．23 49．6

810 ストロングヘヴン 	4青 60 鈴木 慶太天堀 忠博氏 松永 康利 日高 門別 敏朗 528－103：33．83
 116．7�
11 サニーダンサー 牡5栗 60 五十嵐雄祐陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 バンブー牧場 466－14 （競走中止） 12．7�
77 テイエムディラン 牡5黒鹿60 西谷 誠竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 476± 0 （競走中止） 2．2
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売 得 金
単勝： 22，549，600円 複勝： 19，800，800円 枠連： 8，649，400円
馬連： 30，367，500円 馬単： 20，180，000円 ワイド： 22，100，900円
3連複： 50，170，000円 3連単： 91，265，000円 計： 265，083，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 210円 � 220円 枠 連（4－7） 870円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 510円 �� 390円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 12，580円

票 数

単勝票数 計 225496 的中 � 72223（2番人気）
複勝票数 計 198008 的中 � 47554（2番人気）� 21062（3番人気）� 20378（4番人気）
枠連票数 計 86494 的中 （4－7） 7692（4番人気）
馬連票数 計 303675 的中 �� 12827（8番人気）
馬単票数 計 201800 的中 �� 5707（8番人気）
ワイド票数 計 221009 的中 �� 11069（5番人気）�� 15129（3番人気）�� 6956（10番人気）
3連複票数 計 501700 的中 ��� 11249（9番人気）
3連単票数 計 912650 的中 ��� 5257（39番人気）
上り 1マイル 1：48．6 4F 55．3－3F 42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 →�→�→�」
�
�
8－7＝4－2－3（9，5）＝6＝1＝10
8＝7＝4＝5＝（2，3）＝9－6＝10

�
�
8－7＝4＝2－3，5－9－6＝1＝10
8＝4－5＝3，2＝（6，9）＝10

勝馬の
紹 介

�ブラックワンダー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 シンボリクリスエス

2016．2．21生 牡4青鹿 母 フィルハーマジック 母母 モーメンツオブマジック 障害：5戦1勝 賞金 13，100，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 サニーダンサー号は，競走中に前進気勢を欠いたため8号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
テイエムディラン号は，9号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 サニーダンサー号は，競走中に前進気勢を欠き，8号障害手前で競走を中止したことについて
令和2年7月12日から令和2年8月2日まで出走停止。停止期間の満了後に障害調教再審査〔平地
調教を含む〕。

※ストロングヘヴン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



18029 7月11日 曇 重 （2阪神4） 第3日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時25分 （芝・右・外）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

68 ダノンシュネラ 牝2鹿 54 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496 ―1：38．7 2．3�
44 フォティノース 牝2黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 430 ―1：38．91 5．8�
69 アルムファーツリー 牝2黒鹿54 西村 淳也﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446 ― 〃 ハナ 7．5�
812 チ カ リ ヨ ン 牝2鹿 54 武 豊松島 千佳氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 460 ―1：39．11� 4．2�
710 デマントイド 牝2鹿 54 松若 風馬吉田 晴哉氏 西園 正都 安平 追分ファーム 424 ―1：39．52� 102．8	
33 バージョンアップ 牝2栗 54 秋山真一郎高橋 宏弥氏 加用 正 新ひだか カタオカフアーム 470 ―1：39．71� 21．2

813 センショウライツ 牝2栗 54 北村 友一川勝 裕之氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 448 ―1：39．8� 20．1�
11 ファーストソリスト 牝2黒鹿54 和田 竜二�G1レーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 470 ― 〃 クビ 50．2�
57 ギブミーラブ 牝2鹿 54 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 484 ―1：40．43� 31．4
45 メイショウクチナシ 牝2鹿 54

53 ☆斎藤 新松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 434 ―1：40．5� 190．8�
22 ウォーターアンク 牝2栗 54

51 ▲泉谷 楓真山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 478 ―1：40．71� 74．3�
711 インフィオラータ 牝2鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476 ―1：40．8クビ 86．3�
56 ココクラッシュ 牝2鹿 54 川須 栄彦大塚 亮一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 B414 ― 〃 クビ 28．2�

（アドマイヤソング）
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売 得 金
単勝： 59，114，400円 複勝： 53，099，400円 枠連： 10，556，200円
馬連： 58，467，600円 馬単： 29，754，300円 ワイド： 48，194，200円
3連複： 80，374，000円 3連単： 99，830，900円 計： 439，391，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 150円 � 170円 枠 連（4－6） 520円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 310円 �� 370円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 4，000円

票 数

単勝票数 計 591144 的中 � 212193（1番人気）
複勝票数 計 530994 的中 � 125256（1番人気）� 84903（3番人気）� 71971（4番人気）
枠連票数 計 105562 的中 （4－6） 15480（2番人気）
馬連票数 計 584676 的中 �� 71580（2番人気）
馬単票数 計 297543 的中 �� 24983（2番人気）
ワイド票数 計 481942 的中 �� 42591（2番人気）�� 33367（3番人気）�� 18517（6番人気）
3連複票数 計 803740 的中 ��� 40312（3番人気）
3連単票数 計 998309 的中 ��� 18064（5番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．3―13．1―12．8―12．1―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．6―49．7―1：02．5―1：14．6―1：26．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．2
3 11，12（9，13）（4，10）1（3，8）（6，7）－2，5 4 ・（11，12）（1，13，10）9（4，8）（6，3）7－2－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンシュネラ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Danehill Dancer 初出走

2018．4．8生 牝2鹿 母 ラッドルチェンド 母母 ラヴズオンリーミー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ギブミーラブ号は，枠入り不良。

18030 7月11日 曇 重 （2阪神4） 第3日 第6競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走12時55分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．6
1：07．8

良
良

33 セレッソフレイム 牝2栗 54 小牧 太三宅 勝俊氏 服部 利之 浦河 宮内牧場 428 ―1：13．3 7．7�
22 ニシノカムイ 牡2鹿 54 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 田上 徹 462 ―1：13．51 3．6�
77 トーカイキング 牡2栗 54 �島 克駿田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 438 ―1：13．6� 6．9�
66 ジョウショーキウン 牡2黒鹿54 川須 栄彦熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 浜口牧場 406 ―1：14．55 47．0�
55 メイショウミツヤス 牡2鹿 54 田中 健松本 好�氏 南井 克巳 浦河 斉藤英牧場 486 ―1：15．03 9．8�
88 ケ イ セ ブ ン 牡2鹿 54 武 豊武田 敏也氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 410 ―1：15．1� 2．4	
11 ヴァルプルギス 牡2鹿 54

53 ☆岩田 望来田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 444 ―1：15．63 31．7

44 ジュンコーハク 牝2鹿 54 松若 風馬八木 光博氏 川村 禎彦 新冠 アラキフアーム 450 ―1：15．7	 12．5�
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売 得 金
単勝： 38，553，600円 複勝： 27，128，600円 枠連： 発売なし
馬連： 43，434，100円 馬単： 26，233，700円 ワイド： 30，270，500円
3連複： 49，651，800円 3連単： 101，342，600円 計： 316，614，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 190円 � 150円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 4，120円

ワ イ ド �� 530円 �� 750円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 17，430円

票 数

単勝票数 計 385536 的中 � 42191（4番人気）
複勝票数 計 271286 的中 � 33777（5番人気）� 53080（2番人気）� 34729（4番人気）
馬連票数 計 434341 的中 �� 21127（8番人気）
馬単票数 計 262337 的中 �� 4771（16番人気）
ワイド票数 計 302705 的中 �� 14652（7番人気）�� 9881（10番人気）�� 18398（5番人気）
3連複票数 計 496518 的中 ��� 13428（10番人気）
3連単票数 計1013426 的中 ��� 4215（65番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―12．2―11．9―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
13．1―25．3―37．5―49．4―1：01．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．8
3 ・（2，3）4（7，6，8）－5，1 4 ・（2，3）（4，8）（7，6）－5，1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

セレッソフレイム �

父 パ イ ロ �


母父 ダイワメジャー 初出走

2018．2．28生 牝2栗 母 ボストンサクラ 母母 イサミサクラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ヴァルプルギス号は，枠入り不良。

追 加 記 事（第 4回阪神競馬第 1日第 3競走）
〔その他〕　　エクストラオールド号は，競走中に疾病〔右橈側手根骨々折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



18031 7月11日 曇 重 （2阪神4） 第3日 第7競走 ��1，400�3歳未勝利
発走13時25分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

12 クイーンカピオラニ 牝3栗 54 北村 友一�NICKS 庄野 靖志 日高 奥山 博 414－ 21：24．7 64．1�
816 カ サ ド ー ラ 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436＋ 61：24．91 5．9�
47 ゴールドパラディン 牡3栗 56 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 414－ 6 〃 アタマ 5．4�
611 フリークアウト 牝3鹿 54 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 41：25．0� 4．3�
23 ネージュダムール 牝3芦 54

53 ☆岩田 望来 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 408＋12 〃 クビ 34．3�

510 クリノサンシャイン 牝3鹿 54 幸 英明栗本 博晴氏 高橋 康之 新冠 上井農場 426± 0 〃 アタマ 19．7	
48 メイショウヒトハル 牝3黒鹿54 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 460－101：25．2� 43．4

36 レイゲツニヤワラグ 牝3鹿 54 小崎 綾也内田 玄祥氏 牧田 和弥 新ひだか 藤原牧場 420± 01：25．41� 140．1�
35 ル ヴ ュ ー 牡3栗 56 藤井勘一郎ディアレストクラブ� 鈴木 孝志 平取 中川 隆 434＋ 21：25．71� 89．8�
59 ホウショウエポック 牝3黒鹿54 武 豊芳賀美知子氏 河内 洋 新ひだか U・M・A 462－ 21：25．91� 6．4
24 コマノグレイス 牝3鹿 54 西村 淳也長谷川芳信氏 田所 秀孝 むかわ 新井牧場 430－ 41：26．43 15．8�
817 シゲルフォボス 牡3栗 56 酒井 学森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 クラウン日高牧場 472－121：26．82� 14．9�
715 ディープブルース 牝3鹿 54 福永 祐一 �ニッシンホール

ディングス 坂口 智康 新ひだか チャンピオンズファーム 470 ―1：26．9� 10．9�
11 ア ナ ラ ビ 牝3黒鹿54 国分 優作田所 英子氏 坂口 智康 平取 北島牧場 384＋ 41：27．0� 279．9�
612 プロークルサートル 牡3鹿 56 和田 竜二前田 幸貴氏 佐々木晶三 浦河 上山牧場 514－ 41：27．1� 13．1�
714 テーオークイーン 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新小笹 公也氏 宮 徹 日高 中原牧場 432－ 41：27．2� 264．9�
818 メイショウホルス 牡3芦 56

53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 492－121：27．94 40．6�
713 ジェドゥラシャンス 牝3鹿 54 松若 風馬 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム B506－101：30．5大差 22．5�
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売 得 金
単勝： 45，071，700円 複勝： 71，248，500円 枠連： 15，127，500円
馬連： 71，387，100円 馬単： 29，335，800円 ワイド： 66，063，000円
3連複： 118，448，800円 3連単： 101，953，500円 計： 518，635，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，410円 複 勝 � 1，180円 � 230円 � 210円 枠 連（1－8） 8，410円

馬 連 �� 14，440円 馬 単 �� 29，930円

ワ イ ド �� 4，130円 �� 3，890円 �� 730円

3 連 複 ��� 27，580円 3 連 単 ��� 317，230円

票 数

単勝票数 計 450717 的中 � 5622（14番人気）
複勝票数 計 712485 的中 � 12274（14番人気）� 89636（3番人気）� 103052（2番人気）
枠連票数 計 151275 的中 （1－8） 1394（21番人気）
馬連票数 計 713871 的中 �� 3831（45番人気）
馬単票数 計 293358 的中 �� 735（93番人気）
ワイド票数 計 660630 的中 �� 3998（49番人気）�� 4248（46番人気）�� 24701（6番人気）
3連複票数 計1184488 的中 ��� 3221（88番人気）
3連単票数 計1019535 的中 ��� 233（935番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．3―11．9―12．3―13．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―34．0―45．9―58．2―1：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F38．8
3 11，17（6，18，13）7－2（3，12，16）9－（4，10）－5（14，15）1，8 4 11，17（6，7）（18，13）16（3，12）（2，9）10，4－（5，15）（14，8）1

勝馬の
紹 介

クイーンカピオラニ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2019．9．14 阪神5着

2017．3．26生 牝3栗 母 サトノアスカ 母母 ベルアリュールⅡ 7戦1勝 賞金 7，060，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウホルス号・ジェドゥラシャンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

8月11日まで平地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 テーオークイーン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月11日まで平地競走に出走で

きない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オーバーテイカー号・タイズオブハート号
（非抽選馬） 1頭 レミニシェンザ号

18032 7月11日 曇 重 （2阪神4） 第3日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時55分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

710 スズカデレヤ 牡3青鹿54 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 512＋ 21：50．8 4．5�
711 リトルクレバー 牡3鹿 54 川田 将雅岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 448＋ 4 〃 クビ 4．0�
68 ロッキーサンダー 牡3鹿 54 幸 英明原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 474＋ 61：50．9クビ 7．1�
56 クラウンデザイアー 牡3黒鹿54 松若 風馬�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 476－121：51．0� 61．6�
813 サウスオブボーダー 牡7鹿 57

56 ☆岩田 望来三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 466＋121：51．74 54．3�
44 スコルピウス 	4黒鹿57 武 豊飯田 正剛氏 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 B462－ 41：51．8� 7．4	
33 オーケーメジャー 	3鹿 54 和田 竜二小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 458－ 2 〃 アタマ 13．1

69 
 ノ イ ー ヴ ァ 牝4鹿 55 藤井勘一郎�ノースヒルズ 安田 翔伍 米 Spendthrift

Farm LLC B500± 01：52．22� 28．6�
57 キングレイスター 牡6鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 502＋ 21：52．41� 93．5�
22 キングリスティア 牡4青 57 �島 克駿廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 510－ 21：52．5� 21．7
812 メイショウドヒョウ 牡3栗 54 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 474± 01：52．6 5．2�
11 ボルサリーノ 牡3鹿 54 松山 弘平草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 静内フジカワ牧場 454－ 81：53．02� 8．8�
45 ハ チ ヨ ウ 牡4鹿 57 城戸 義政髙田 秀信氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム B500＋ 81：58．6大差 184．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，668，300円 複勝： 73，144，800円 枠連： 13，390，200円
馬連： 80，371，400円 馬単： 31，439，900円 ワイド： 66，586，400円
3連複： 119，937，000円 3連単： 122，474，700円 計： 552，012，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 140円 � 180円 枠 連（7－7） 1，080円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 430円 �� 440円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 8，160円

票 数

単勝票数 計 446683 的中 � 78269（2番人気）
複勝票数 計 731448 的中 � 115702（2番人気）� 146031（1番人気）� 96553（3番人気）
枠連票数 計 133902 的中 （7－7） 9574（4番人気）
馬連票数 計 803714 的中 �� 58383（1番人気）
馬単票数 計 314399 的中 �� 10620（4番人気）
ワイド票数 計 665864 的中 �� 40264（1番人気）�� 38448（3番人気）�� 35794（4番人気）
3連複票数 計1199370 的中 ��� 55595（1番人気）
3連単票数 計1224747 的中 ��� 10879（2番人気）

ハロンタイム 12．5―10．2―12．3―12．2―13．1―13．5―12．5―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―22．7―35．0―47．2―1：00．3―1：13．8―1：26．3―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．0
1
3

・（1，5）＝6，12，11，10－3（7，13）9－4－8－2
1，5＝6，12（11，10）（7，3，13，4）（9，8）＝2

2
4
・（1，5）＝6，12，11－10，3（7，13）9，4，8－2・（6，12，10）（1，4）（11，3，13，8）7（5，9）－2

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカデレヤ �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2019．6．29 中京5着

2017．4．16生 牡3青鹿 母 マ チ ル ド 母母 ジュビロレディ 12戦2勝 賞金 31，356，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハチヨウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月11日まで平地競走に出

走できない。



18033 7月11日 曇 重 （2阪神4） 第3日 第9競走 ��
��1，200�マカオジョッキークラブトロフィー

発走14時25分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

マカオジョッキークラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

816 ロ ン ス 牝5芦 55 酒井 学熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 466－ 41：10．1 18．8�
59 ゴッドバンブルビー 牝4栗 55 秋山真一郎中西 憲治氏 飯田 祐史 新冠 森永 聡 466＋ 2 〃 アタマ 5．3�
815 スズカカナロア 牡4鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 486± 01：10．84 3．2�
24 パラーティウム 牝4黒鹿55 武 豊 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 494＋ 81：10．9� 13．1�
47 ファストボウラー 牡3栗 54 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新冠 有限会社 大
作ステーブル B452＋ 2 〃 クビ 3．4	

713 ホウオウジャッジ 牡5鹿 57 川須 栄彦小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 41：11．0クビ 27．9

36 シャイニーブランコ 牡4芦 57 西村 淳也小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 450－ 21：11．1� 34．1�
48 パワフルヒロコ 牝6黒鹿55 高倉 稜三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 448－ 81：11．2	 103．9�
23 アカツキジョー 牡5栗 57 斎藤 新河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 504＋ 41：11．3クビ 26．7
11 テーオーソルジャー 牡9栗 57 太宰 啓介小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 478－121：11．83 139．7�
35 クインズカトレア 牝5鹿 55 藤懸 貴志亀田 和弘氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 450＋ 4 〃 アタマ 204．5�
714
 ハードカウント �5栗 57 小崎 綾也前田 幸治氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 8 〃 アタマ 113．4�
12 エンプティチェア 牡3鹿 54 和田 竜二江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 帰山 清貴 466＋ 41：11．9� 6．3�
611 アズマヘリテージ 牝4栗 55 �島 克駿東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 474± 01：12．0� 105．2�
510
 ハーキーステップ 牡4青鹿57 富田 暁宮田美恵子氏 浜田多実雄 浦河 金成吉田牧場 488± 01：12．21� 227．6�
612 ウインクルチェリー 牝6鹿 55 松若 風馬塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 520＋ 81：12．3クビ 30．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，902，700円 複勝： 79，915，300円 枠連： 17，028，600円
馬連： 106，643，400円 馬単： 41，526，500円 ワイド： 78，329，200円
3連複： 150，585，700円 3連単： 163，678，600円 計： 692，610，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 330円 � 160円 � 130円 枠 連（5－8） 950円

馬 連 �� 3，840円 馬 単 �� 9，890円

ワ イ ド �� 980円 �� 830円 �� 380円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 35，250円

票 数

単勝票数 計 549027 的中 � 23244（6番人気）
複勝票数 計 799153 的中 � 44921（6番人気）� 128188（3番人気）� 194354（1番人気）
枠連票数 計 170286 的中 （5－8） 13796（3番人気）
馬連票数 計1066434 的中 �� 21509（14番人気）
馬単票数 計 415265 的中 �� 3149（32番人気）
ワイド票数 計 783292 的中 �� 19525（10番人気）�� 23197（9番人気）�� 57699（2番人気）
3連複票数 計1505857 的中 ��� 32829（8番人気）
3連単票数 計1636786 的中 ��� 3366（98番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．3―12．0―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．4―33．7―45．7―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．4
3 ・（3，7）（4，12）（2，13，14）（8，15，16）6，11－（10，5）（1，9） 4 ・（3，7）（4，12）（2，13，14）（15，16）8，11，6，5（10，9）－1

勝馬の
紹 介

ロ ン ス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ピルサドスキー デビュー 2017．7．29 小倉3着

2015．5．25生 牝5芦 母 アイコチャン 母母 マサコチャン 20戦3勝 賞金 37，064，000円

18034 7月11日 曇 重 （2阪神4） 第3日 第10競走 ��
��1，800�インディアトロフィー

発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

ターフオーソリティーオブインディア賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

612 ライトウォーリア 牡3鹿 54 岩田 望来 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：50．0 9．4�
24 サルサレイア 牝4栗 55 松山 弘平菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 488＋ 41：50．21� 7．3�
815 レオンコロナ 牡4黒鹿57 和田 竜二山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 462＋ 81：50．62� 30．8�
510 バンクオブクラウズ 牡3芦 54 藤井勘一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 502－ 61：50．7クビ 4．0�
713 ペ ガ サ ス 牡4青鹿57 武 豊中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 B450－ 4 〃 クビ 4．2	
47 テンザワールド 牡6栗 57 斎藤 新天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B430＋ 21：50．8クビ 29．8

816 モーニングサン 牡4鹿 57 西村 淳也林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 468＋ 2 〃 アタマ 74．2�
36 スピンドクター 	5黒鹿57 小崎 綾也ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B464± 0 〃 ハナ 41．3�
23 レディマドンナ 牝4栗 55 川田 将雅�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 452－ 21：50．9
 14．3
11 ロードリバーサル 牡4鹿 57 北村 友一 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 482－ 81：51．0� 40．1�
48 � ロ ワ シ ー ナ 牡4鹿 57 浜中 俊椎名 節氏 吉岡 辰弥 新冠 ヤマタケ牧場 B484＋ 2 〃 ハナ 7．4�
611 ネクストムーブ 牡7栗 57 �島 良太林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 512± 01：51．2
 114．0�
35 セイヴァリアント 牡4黒鹿57 福永 祐一金田 成基氏 中川 公成 日高 本間牧場 492－ 6 〃 アタマ 17．7�
12 � デュアルウィールド 牝5栗 55 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 500－ 61：51．41 16．3�
59 マイネルブロッケン 牡6青鹿57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム B430－101：51．5� 26．7�
714 カ ラ ル 	6黒鹿57 松若 風馬 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 486± 01：52．24 32．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，673，100円 複勝： 123，883，200円 枠連： 28，975，800円
馬連： 152，992，500円 馬単： 53，556，500円 ワイド： 127，011，100円
3連複： 267，167，500円 3連単： 234，836，700円 計： 1，061，096，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 380円 � 230円 � 910円 枠 連（2－6） 2，860円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 9，170円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 5，030円 �� 3，570円

3 連 複 ��� 56，170円 3 連 単 ��� 296，610円

票 数

単勝票数 計 726731 的中 � 61568（5番人気）
複勝票数 計1238832 的中 � 83724（5番人気）� 163369（3番人気）� 30701（11番人気）
枠連票数 計 289758 的中 （2－6） 7843（16番人気）
馬連票数 計1529925 的中 �� 26695（17番人気）
馬単票数 計 535565 的中 �� 4379（35番人気）
ワイド票数 計1270111 的中 �� 17454（23番人気）�� 6445（56番人気）�� 9131（43番人気）
3連複票数 計2671675 的中 ��� 3567（175番人気）
3連単票数 計2348367 的中 ��� 574（925番人気）

ハロンタイム 12．7―10．5―12．7―12．0―12．3―12．3―12．6―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．2―35．9―47．9―1：00．2―1：12．5―1：25．1―1：37．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．5
1
3

・（1，9）12（8，15）－10（2，16）7－（3，13）4－（5，11）－6，14・（1，9）（8，12，15）（10，16，4）（2，7，13）3，11（5，6）14
2
4
1，9（8，12）15（2，10，16）7（3，13）4，5，11－6，14・（1，9）（8，12，15）10（2，7，16，4）13（3，11）（5，6）14

勝馬の
紹 介

ライトウォーリア �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．8．18 小倉4着

2017．2．13生 牡3鹿 母 スペクトロライト 母母 バ ラ ン セ ラ 6戦3勝 賞金 28，750，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カフジストーム号
（非抽選馬） 2頭 ヒッチコック号・レッドゼノン号



18035 7月11日 曇 重 （2阪神4） 第3日 第11競走 ��
��1，800�マレーシアカップ

発走15時35分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳
54�4歳以上57�，牝馬2�減

セランゴールターフクラブ・ペナンターフクラブ・ペラターフクラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．4
1：43．9

良
良

47 タガノアスワド 牝6黒鹿55 西村 淳也八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 524－ 21：48．9 11．8�

712� ダブルシャープ 牡5鹿 57 酒井 学天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 482－101：49．0	 3．7�
58 アルティマリガーレ 牝4鹿 55 和田 竜二 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 446± 01：49．53 5．9�
46 ソシアルクラブ 牝5栗 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B490＋121：50．24 4．5�
815 レッドイグニス 
7黒鹿57 武 豊 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B470－ 81：50．41 7．4	
610 レオコックブルー 牝5黒鹿55 幸 英明親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 452－ 41：50．5� 95．8

11 フィニフティ 牝5芦 55 岩田 望来 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：50．71� 20．9�
22 ナムラドノヴァン 牡5鹿 57 長岡 禎仁奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 504＋201：51．44 39．2�
611 メサルティム 牝5鹿 55 浜中 俊 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 456＋181：51．61� 13．6
59 サンラモンバレー 牡5鹿 57 藤井勘一郎金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488± 01：51．91� 101．4�
23 フォックスクリーク 牡5黒鹿57 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 クビ 22．2�
34 スズカフューラー 牡6栗 57 島 克駿永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 434＋ 2 〃 ハナ 38．0�
814 サヴォワールエメ 牝4栗 55 斎藤 新平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 450＋ 21：52．11 22．8�
713 グ ア ン 牝5栗 55 秋山真一郎�キーファーズ 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 488＋101：52．73	 29．5�
35 アヴィオール 牝5鹿 55 北村 友一吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B460－ 81：53．02 14．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 88，510，600円 複勝： 123，136，800円 枠連： 44，244，400円
馬連： 255，524，100円 馬単： 84，411，300円 ワイド： 167，922，800円
3連複： 430，263，200円 3連単： 431，509，400円 計： 1，625，522，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 320円 � 160円 � 210円 枠 連（4－7） 550円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 5，600円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 1，460円 �� 490円

3 連 複 ��� 5，140円 3 連 単 ��� 32，710円

票 数

単勝票数 計 885106 的中 � 59568（5番人気）
複勝票数 計1231368 的中 � 82617（5番人気）� 242091（1番人気）� 148920（4番人気）
枠連票数 計 442444 的中 （4－7） 61527（1番人気）
馬連票数 計2555241 的中 �� 81862（6番人気）
馬単票数 計 844113 的中 �� 11300（16番人気）
ワイド票数 計1679228 的中 �� 39946（8番人気）�� 28194（16番人気）�� 94910（3番人気）
3連複票数 計4302632 的中 ��� 62773（9番人気）
3連単票数 計4315094 的中 ��� 9562（80番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．7―11．9―11．8―11．8―11．7―12．4―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―35．5―47．4―59．2―1：11．0―1：22．7―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F37．9
3 ・（7，6）11（3，5）14（1，2，13，15）（4，8，12）－（9，10） 4 7，6－11－（3，14）（1，5，15，12）8，2（4，10）（9，13）

勝馬の
紹 介

タガノアスワド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2017．1．16 中京1着

2014．3．28生 牝6黒鹿 母 エイシンミュー 母母 エイシンブライドル 18戦5勝 賞金 77，906，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アヴィオール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月11日まで平地競走

に出走できない。

18036 7月11日 曇 重 （2阪神4） 第3日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走16時15分 （500万円以下） （芝・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

816� ファストフォース 牡4黒鹿57 松山 弘平安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 514＋ 41：10．8 7．8�
23 ロードベイリーフ 牡3黒鹿54 福永 祐一 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 474± 01：11．22	 4．9�
713 アーモロート 牝3黒鹿 52

51 ☆富田 暁 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 504＋101：11．51	 9．8�
815 アーズローヴァー 牝4鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム B458＋ 21：11．6	 10．8�
24 スペースクラフト 
4芦 57 秋山真一郎 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム B488＋ 2 〃 クビ 14．5	
36 シ ョ ウ ブ 牡4鹿 57 幸 英明�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 476± 01：11．81� 16．8

611�� ドーンオブアネラ 牡4鹿 57

56 ☆斎藤 新吉田 和美氏 安田 隆行 豪 Mr R An-
derson 516－12 〃 アタマ 17．1�

48 メイショウヤワラギ 牝4鹿 55 国分 優作松本 好�氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 462－ 21：12．11	 94．1
714 アングルティール 牝5黒鹿55 島 克駿�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ B426－ 81：12．31� 18．4�
59 ダンツガゼール 牝3青鹿52 藤懸 貴志山元 哲二氏 本田 優 むかわ 上水牧場 462－ 41：12．4� 38．3�
35 ヒ バ リ 牝3黒鹿 52

49 ▲泉谷 楓真�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 428＋ 61：12．5クビ 4．7�
612 キュールエミヤビ 牝4鹿 55 川又 賢治岡本 良三氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 470＋ 6 〃 アタマ 199．4�
12 � チャリオット 牝4芦 55 川須 栄彦�ラ・メール 松下 武士 愛 La Mere

Co. Ltd 464＋121：13．03 175．7�
510� アイファーブレーヴ 牡5黒鹿 57

56 ☆森 裕太朗中島 稔氏 西橋 豊治 新ひだか 野表 篤夫 464－ 6 〃 クビ 312．2�
11 キ ー ダ イ ヤ 牝3鹿 52 浜中 俊青山 洋一氏 藤岡 健一 浦河 谷川牧場 452＋101：13．21 4．8�
47 キョウワセイヴァー 牡3鹿 54 西村 淳也浅川 昌彦氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 B504＋ 41：14．05 47．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 85，938，600円 複勝： 110，702，000円 枠連： 32，649，800円
馬連： 163，043，500円 馬単： 57，349，900円 ワイド： 124，907，400円
3連複： 259，385，700円 3連単： 267，979，900円 計： 1，101，956，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 270円 � 200円 � 320円 枠 連（2－8） 1，130円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，740円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 10，250円 3 連 単 ��� 55，320円

票 数

単勝票数 計 859386 的中 � 87945（4番人気）
複勝票数 計1107020 的中 � 104800（4番人気）� 156384（3番人気）� 84370（6番人気）
枠連票数 計 326498 的中 （2－8） 22341（7番人気）
馬連票数 計1630435 的中 �� 52451（6番人気）
馬単票数 計 573499 的中 �� 9327（10番人気）
ワイド票数 計1249074 的中 �� 36030（5番人気）�� 18160（25番人気）�� 24552（17番人気）
3連複票数 計2593857 的中 ��� 18974（33番人気）
3連単票数 計2679799 的中 ��� 3512（169番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―11．8―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．3―46．1―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．5
3 1（5，13）（2，16）8（3，6，11，15）（4，10）14，9－12，7 4 ・（1，5，13）16（2，8，15）－（3，11）（6，10）（4，14）9－12－7

勝馬の
紹 介

�ファストフォース �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー

2016．5．9生 牡4黒鹿 母 ラッシュライフ 母母 フレンドレイ 7戦1勝 賞金 13，100，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 アーモロート号の騎手富田暁は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番・2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウワセイヴァー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月11日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エクスチェンジ号・コウエイバクシン号・タニノミッション号
（非抽選馬） 1頭 ワンダーヘイルネス号



（2阪神4）第3日 7月11日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

不良後重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 169頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

217，120，000円
3，020，000円
20，860，000円
1，510，000円
22，340，000円
69，918，000円
5，886，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
618，371，800円
824，188，000円
202，440，500円
1，117，627，800円
447，558，600円
871，885，000円
1，783，166，500円
1，889，712，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，754，950，700円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第4回阪神競馬第3日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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